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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 88,974 ― 642 ― 314 ― 278 ―

20年3月期第2四半期 89,970 13.5 1,740 △62.0 1,395 △68.7 922 △58.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 6.59 ―

20年3月期第2四半期 21.47 21.46

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 73,575 22,745 30.8 536.72
20年3月期 77,098 23,904 29.7 541.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,697百万円 20年3月期  22,891百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 175,900 △3.4 1,910 △17.7 1,230 △23.2 800 355.4 18.92

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  43,629,235株 20年3月期  43,629,235株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,340,947株 20年3月期  1,346,285株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  42,286,540株 20年3月期第2四半期  42,970,118株
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当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)におけるわが国経済は、好調を持続

してきた設備投資や輸出にもかげりが見えるなど、景気の後退感が強まりました。そのことに加えて、米

国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、国内への波及による影響、そして原油を始め

とした原材料価格の急騰を受け、わが国経済は、一段と不透明感が増し、減速の色合いが強まる状態で推

移しました。  

 こうした環境のもと当社グループは、大手需要家である自動車メーカーの生産体制の見直し等により、

販売数量は減少基調で推移しました。  

 この結果、当社グループの連結売上高につきましては、アルミニウム二次合金地金661億８千６百万円

(前年同期比0.4％減)、商品・原料他227億８千７百万円(前年同期比3.2％減)で、これらを併せた売上高

総額は889億７千４百万円(前年同期比1.1％減)となりました。  

 収益面につきましても、アルミニウム市況及び副原料である金属珪素価格の急上昇により原料価格が上

昇し、製品価格と原料価格の価格差が圧縮されました。その上、引き続き高騰していた原油価格等諸資材

の価格の影響による製造費の上昇で利益がさらに圧迫されました。その後、第２四半期末からのアルミ価

格の急激な反落により、棚卸資産(原材料等)の価値が減少したことで評価損の計上を余儀なくされ利益が

さらに圧迫されました。その結果、経常損益につきましては、３億１千４百万円(前年同期比77.5％減)の

利益となり、税引き後の四半期純損益は２億７千８百万円(前年同期比69.8％減)の利益を計上することと

なりました。 

  

(1) 流動資産  

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ31億９千６百万円減

少し、545億４千９百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金等が減少したことによるもので

あります。  

(2) 固定資産  

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３億２千７百万円減

少し、190億２千５百万円となりました。これは主に生産設備の減価償却費の計上額11億９千７百万円と

設備投資による増加額８億８千６百万円等によるものであります。 

(3) 流動負債  

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ15億３千万円減少

し、390億７千１百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の残高が15億６千２百万円減少し

たことによるものであります。 

(4) 固定負債  

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ８億３千３百万円減

少し、117億５千８百万円となりました。これは主に為替レートの変動もあり、円ベースでの長期借入金

の残高が７億７千４百万円減少したことによるものであります。 

(5) 純資産 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億５千９百万円減少し、227

億４千５百万円となりました。これは主に連結子会社株式を取得したこと等により少数株主持分が９億６

千５百万円減少したことと為替換算調整勘定が２億８千７百万円減少したことによるものであります。 

  

平成21年３月期の連結業績予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日)につきましては当第２四半期連

結累計期間における業績の進捗状況や国内経済の先行き不透明感等を勘案し、業績予想の見直しを行った

結果、平成20年10月16日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

２. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が７千万円それぞれ減少しております。 

  

３. 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。  

 なお、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

４. 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。  

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の財務諸表に与える影響はありません。 

  

 法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、

法定耐用年数及び資産区分が見直されました。当社はこの改正を契機として資産の利用状況を見直

した結果、機械装置について第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数に変

更しております。  

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が１億９千７百万円それぞれ減少しております。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ①会計基準等の改正に伴う変更

 ②①以外の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,333 2,099 

受取手形及び売掛金 30,328 33,077 

商品及び製品 9,245 9,729 

仕掛品 157 126 

原材料及び貯蔵品 11,489 11,562 

その他 1,108 1,205 

貸倒引当金 △113 △55 

流動資産合計 54,549 57,746 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 9,299 9,501 

減価償却累計額 △5,091 △5,056 

建物及び構築物（純額） 4,208 4,445 

機械装置及び運搬具 19,944 19,942 

減価償却累計額 △14,370 △13,822 

機械装置及び運搬具（純額） 5,573 6,119 

工具、器具及び備品 1,206 1,206 

減価償却累計額 △730 △692 

工具、器具及び備品（純額） 476 514 

土地 3,282 3,334 

建設仮勘定 221 80 

有形固定資産合計 13,761 14,494 

無形固定資産 

のれん 193 100 

その他 77 73 

無形固定資産合計 271 174 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,327 4,089 

長期貸付金 10 13 

その他 924 892 

貸倒引当金 △270 △310 

投資その他の資産合計 4,992 4,684 

固定資産合計 19,025 19,352 

資産合計 73,575 77,098 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,189 10,752 

短期借入金 26,585 26,740 

未払金 953 1,031 

未払法人税等 236 57 

未払費用 1,178 1,163 

役員賞与引当金 14 29 

賞与引当金 228 223 

その他 683 603 

流動負債合計 39,071 40,602 

固定負債 

社債 2,400 2,400 

長期借入金 8,232 9,006 

退職給付引当金 536 579 

役員退職慰労引当金 473 476 

負ののれん 61 71 

その他 54 58 

固定負債合計 11,758 12,591 

負債合計 50,830 53,193 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,346 6,346 

資本剰余金 8,852 8,853 

利益剰余金 7,305 7,280 

自己株式 △612 △614 

株主資本合計 21,891 21,865 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 725 781 

繰延ヘッジ損益 64 △57 

為替換算調整勘定 15 303 

評価・換算差額等合計 805 1,026 

新株予約権 0 － 

少数株主持分 47 1,013 

純資産合計 22,745 23,904 

負債純資産合計 73,575 77,098 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 88,974 

売上原価 86,193 

売上総利益 2,780 

販売費及び一般管理費 

運搬費 942 

貸倒引当金繰入額 58 

役員賞与引当金繰入額 14 

役員退職慰労引当金繰入額 19 

賞与引当金繰入額 48 

その他 1,053 

販売費及び一般管理費合計 2,137 

営業利益 642 

営業外収益 

受取利息 3 

受取配当金 32 

持分法による投資利益 58 

技術指導料 54 

鉄屑売却益 111 

その他 94 

営業外収益合計 355 

営業外費用 

支払利息 561 

手形売却損 54 

その他 68 

営業外費用合計 683 

経常利益 314 

特別利益 

固定資産売却益 277 

特別利益合計 277 

特別損失 

固定資産除売却損 51 

訴訟関連損失 12 

特別損失合計 64 

税金等調整前四半期純利益 527 

法人税、住民税及び事業税 225 

法人税等調整額 △16 

法人税等合計 209 

少数株主利益 39 

四半期純利益 278 

㈱大紀アルミニウム工業所(5702)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－6－



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

                    （単位：百万円） 

 
  

  

「参考」

科  目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

金 額 百分比

％

Ⅰ 売上高 89,970 100.0

Ⅱ 売上原価 86,121 95.7

   売上総利益 3,849 4.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,108 2.4

   営業利益 1,740 1.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3

 ２ 受取配当金 31

 ３ 技術指導料 70

 ４ 鉄屑売却益 67

 ５ その他 105

   営業外収益合計 278 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 516

 ２ 手形売却損 70

 ３ 持分法による投資損失 2

 ４ その他 33

   営業外費用合計 622 0.6

   経常利益 1,395 1.6

Ⅵ 特別利益 208 0.2

Ⅶ 特別損失 151 0.2

   税金等調整前中間純利益 1,453 1.6

   法人税、住民税及び事業税 381 0.4

   法人税等調整額 148 0.2

   少数株主利益 0 0.0

   中間純利益 922 1.0
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